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鳥取県立八頭高等学校
所在地：〒680-0492　八頭郡八頭町久能寺725番地
ＴＥＬ：０８５８－７２－００２２
ＦＡＸ：０８５８－７２－０１１３
E-mail：yazu-h@mailk.torikyo.ed.jp
ＵＲＬ：https://www.torikyo.ed.jp/yazu-h/
創　立：大正15年

学校案内図

生徒数

学科・類型
１年 ２年 ３年

男 女 男 女 男 女

普通

体育類型

112 130

18 8 16 5

看護医療類型 5 13 2 19

総合文科類型 40 65 32 73

総合理科類型 14 2 16 3

探究文科類型 12 30 12 29

探究理科類型 24 12 26 10

（令和４年５月１日現在）

令和５年度　設置学科（入学予定定員)
○普通科（240名）　６クラス

利用交通機関
・JR因美線郡家駅下車徒歩　15分
・JR若桜鉄道八頭高校前駅下車徒歩　1分
・日交バス若桜線八頭町役場前下車徒歩　10分

◆97年の伝統・充実した施設◆
　八頭高は大正15年３月15日、鳥取県女子師範学校
併設鳥取県立八頭高等女学校として始まりました。
昭和23年４月１日、鳥取県立八頭高等学校と改称し、
令和７年には創立100周年を迎えます。
　東京ドーム2.1個分という県内随一の広さを誇る本
校は400ｍトラックを擁する第１グラウンド、野球
場の第２グラウンド、国際規格のホッケー場、サッ
カー場を擁する第３グラウンド、４面のテニスコー
ト、プール、柔剣道場、２つの体育館、創作・交流ホー
ル、蔵書約５万冊の図書館など、充実した設備の中
で３年間を送ることができます。

Ｑ１　八頭高に入学して良かったことは？
Ａ１　温かい友達や先生方と出会えて、笑顔溢れる

3年間を過ごせたこと。
Ｑ２　八頭高の良いところを挙げると？
Ａ２　①先生が優しい②自分のやりたいことを尊重

してくれる③学校行事が楽しい④自然が豊か⑤
一人ひとりに合わせた進路選択ができる等々。

Ｑ３　中学生へメッセージをお願いします
Ａ３　何事にも勇気を出して 1歩踏み出してみて

ください。新しい自分に出会えると思います！
頑張ってください (*^_^*)

生徒信条に「真
しん

摯
し

明
めい

朗
ろう

・克
こっ

己
き

盡
じん

力
りょく

」を掲げ、高い
知性と優れた人格を持ち、心身を鍛え、地域社会
の進歩発展に貢献する人材を育てることを目指し
ています。

八頭高で　夢実現！
　八頭高では、文武両道を掲げ、学習と部活動との
両立を目指し、様々な学校行事や生徒会活動で自主
的に活動できる人を求めています。

先輩インタビユー

ふるさと留学ＨＰ
（動画説明あり）公式ホームページ

※２年から各類型を選択します
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（令和４年５月１日現在）

令和５年度　設置学科（入学予定定員)
○普通科（240名）　６クラス

利用交通機関
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◆97年の伝統・充実した施設◆
　八頭高は大正15年３月15日、鳥取県女子師範学校
併設鳥取県立八頭高等女学校として始まりました。
昭和23年４月１日、鳥取県立八頭高等学校と改称し、
令和７年には創立100周年を迎えます。
　東京ドーム2.1個分という県内随一の広さを誇る本
校は400ｍトラックを擁する第１グラウンド、野球
場の第２グラウンド、国際規格のホッケー場、サッ
カー場を擁する第３グラウンド、４面のテニスコー
ト、プール、柔剣道場、２つの体育館、創作・交流ホー
ル、蔵書約５万冊の図書館など、充実した設備の中
で３年間を送ることができます。

Ｑ１　八頭高に入学して良かったことは？
Ａ１　温かい友達や先生方と出会えて、笑顔溢れる

3年間を過ごせたこと。
Ｑ２　八頭高の良いところを挙げると？
Ａ２　①先生が優しい②自分のやりたいことを尊重

してくれる③学校行事が楽しい④自然が豊か⑤
一人ひとりに合わせた進路選択ができる等々。

Ｑ３　中学生へメッセージをお願いします
Ａ３　何事にも勇気を出して 1歩踏み出してみて
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」を掲げ、高い
知性と優れた人格を持ち、心身を鍛え、地域社会
の進歩発展に貢献する人材を育てることを目指し
ています。

八頭高で　夢実現！
　八頭高では、文武両道を掲げ、学習と部活動との
両立を目指し、様々な学校行事や生徒会活動で自主
的に活動できる人を求めています。

先輩インタビユー

ふるさと留学ＨＰ
（動画説明あり）公式ホームページ

※２年から各類型を選択します
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進路目標に応じた類型を選択できる

授業に集中！　行事で団結！　部活に熱中！　進路に挑戦！

１年　　共通の授業を受け、自分の進路を考えます。

２・３年

◆学校行事で団結◆

◆部活動に熱中◆

◆進路に挑戦（令和 4年度入試合格者数）◆

類型選択

現代の国語 言語文化 地理総合 歴史総合 数学Ⅰ 数Ⅱ 数学 A 化学基礎 生物基礎 体育 保健
音楽Ⅰ
美術Ⅰ
書道Ⅰ

英語コミュニ
ケーションⅠ 論理・表現Ⅰ 家庭基礎 情報Ⅰ

総合的
な探究
の時間

LHR
(45 分 )

体育類型 看護医療類型 総合文科類型・総合理科類型 探究文科類型・探究理科類型
体育・スポーツに関する知識
を身につけ、より高度な運動
技能を習得します。
＜想定される進路＞
体育系の国公立・私立大学、
専門学校、就職など
＜特徴的な授業＞
ウェイトトレーニング講習会

専門家による講義などを受講
し、医療の視点で問題を捉え
考える力を身につけます。
＜想定される進路＞
看護医療系の国公立・私立大
学、専門学校など
＜特徴的な授業＞
看護医療基礎、看護医療総合

様々な進路に対応できるよう
全体の教科をバランス良く学
習します。
＜想定される進路＞
国公立・私立大学、短大、専
門学校、就職など
＜特徴的な授業＞
翠陵探究

入試に対応できる学力を身に
つけるために幅広く、深く学
習します。
＜想定される進路＞
難関国公立大学

＜特徴的な授業＞
探究ゼミ

臨海実習（７月） 学校祭（９月） 愛し愛され運動（年２回） スキー実習（１月）

バスケットボール
バドミントン
バレーボール
テニス
ソフトテニス
茶道　�華道

吹奏楽　写真
箏曲　　生活デザイン
放送　　ＥＳＳ
演劇　　応援リーダー
書道　　部落解放研究
美術

陸上競技
硬式野球
軟式野球
ホッケー
サッカー

卓球
剣道
柔道
弓道
水泳

国公立大学 53名 鳥取大、公立鳥取環境大、広島大、山口大、福岡教育大、兵庫県立大、等

私立大学 151名 法政大、明治大、立教大、立命館大、龍谷大、関西大、近畿大、等

公立・私立短大 35名 島根県立短大、神戸女子短大、鳥取短大、美作大短大部、等

専門学校 68名 県立鳥取看護、倉吉総合看護、県立歯科衛生、鳥取市医療看護、等

就職 22名 鳥取県職員、鳥取市職員、日本郵便、ひよこカンパニー、鳥取県警、等


